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平成２６年１２月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日時 平成２６年１２月１７日（水）午前９時３０分から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所本館１１階教育委員会室 

 

３ 出席委員 下古谷博司，福嶋礼子，岡井敬治，伊藤久仁子，長谷川正人 

 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長（古川滋），教育次長（篠原政也），参事（冨田佳宏），教育総務課長

（前田靖子），学校教育課長（山田洋一），教育指導課長（髙藤富子），教育支援課長

（木村元彦），生涯学習課長（白塚山隆彦），参事兼スポーツ課長（藤井康彰），参事

兼図書館長（大籔宏紀），考古博物館長（澤井環），書記（永井洋一），書記（岡憲

利） 

 

５ 議事 

（１）平成２７年度教職員人事異動基本方針について        （学校教育課） 

（２）鈴鹿市立小学校及び中学校の児童及び生徒の就学に要する費用の援助に関する 

要綱の一部改正について                  （学校教育課） 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市立小中学校における通学区域の見直し方針（案）について（学校教育課） 

（２）平成２７年度鈴鹿市立幼稚園の保育料について        （学校教育課） 

（３）平成２６年度全国学力・学習状況調査質問紙調査結果の概要について    

（教育指導課） 

（４）平成２６年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了証書授与式・卒業証書授与式 

及び平成２７年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式･入学式について 

                                （教育指導課） 

（５）平成２６年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果について  

（教育指導課） 

（６）第１７回鈴鹿シティマラソン開催結果について        （スポーツ課）  

 

７ その他 

（１）みえ森と緑の県民税市町交付金事業について         （関係各課） 

（２）１月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 なし 

 

（委員長）定刻となりましたので，ただ今から平成２６年１２月教育委員会定例会を開催

します。本日の会議録署名委員は，岡井委員にお願いいたします。それでは，議事に入
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ります。１番目の議案第１６６６号「平成２７年度教職員人事異動基本方針について」

をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）平成２７年度教職員人事異動基本方針を定めるについて，鈴鹿市教育委員会教

育長事務委任等規則第１条第８号の規定により，この議案を提出します。なお，詳細は

学校教育課長より説明いたします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは議案第１６６６号「平成２７年度教職員人事異動基

本方針」につきまして，説明申し上げます。２ページを御覧ください。昨年度と変更点

はございません。読みあげまして説明とさせていただきます。 

平成２７年度教職員人事異動基本方針 

県の人事異動基本方針をふまえ，教職員の人事異動を積極的に推進し，鈴鹿市の教育

の振興と刷新を図る。 

平成２７年度教職員人事異動基本方針（三重県教育委員会） 

三重県教育ビジョンで示している「自立する力（輝く未来を拓く力）」，「共に生きる

力（共に生きる未来を創る力）」を育む教育を各学校で着実に推進し，本県の教育水準

を向上させ，県民の公教育に対する信頼を高めていかなければならない。また，各学校

においては，質の高い学校経営を目指して継続的な改善を進めるとともに，家庭や地域

と連携・協力して魅力ある学校づくりを一層推進する必要がある。こうした中で，教職

員一人ひとりが，やりがいを高め，その能力を十分に発揮し，使命感と情熱を持って，

児童生徒の目線に立った教育の実践に取り組めるよう，次の基本方針に基づき，積極的，

計画的な人事異動を行う。 

１ それぞれの学校の経営方針に資するため，教職員の適正配置に努める。 

２ 校長の意見を尊重する。 

３ 教職員の年齢・教科・勤続年数等を考慮し，学校運営組織の充実に努め，あわせて

気風の刷新を図る。 

鈴鹿市内人事異動基本原則 

（１）人事異動にあたっては，学校又は個人にとって著しく公平を欠くことのないよう

にする。 

（２）人事異動にあたっては，原則として現任校勤務３年以上の者を対象とする。 

（３）現任校での勤務年数は，原則として８年を限度とする。 

（４）近親者（血族３親等，姻族２親等）の同一校勤務は，できる限りこれを避ける。 

（５）往復人事異動（Ａ校←→Ｂ校）は，できる限りこれを避ける。 

（６）特別な条件を伴う人事異動については，検討する。 

上記の内容は，市立幼稚園教員にも準用するが，幼稚園のみ（２）（３）を以下のと

おりとする。 

（２）人事異動にあたっては，現任園での勤務年数の最低ラインを定めない。 

（３）現任園での勤務年数は，原則として６年を限度とする。 



3 

以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

（委員長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）「それぞれの学校の経営方針に資するため」という文言がありますが，現状で

際立った経営方針のある学校はありますか。合川小学校がそういった学校になるかと思

いますが。 

 

（学校教育課長）この教職員の配置ですと，中学校の方が特に際立った方針が出ることが

多いです。例えば数学において少人数教育を行いたいため，数学の教員を複数配置して

ほしいといった要望等です。 

 

（福嶋委員）現在そのような要望があるのはどの学校でしょうか。 

 

（学校教育課長）そういった学校につきましては正規の枠での配置はありません。毎年度，

県からの加配の人数によっても変わりますし，その年の学校の状況によっても変わって

きますので，一概にこの学校ですといったお答えはできません。年によって学校長から

聞き取りをしているわけですが，例えば，今年であれば平田野中学校では，数学を全学

年で少人数又はＴＴ（チームティーチング）で行う，さらに校区内の小学校にも小中連

携の形で授業に行っているという事例があります。 

 

（岡井委員）上段は県の人事異動方針ですのであまり市の方に聞いても分からないかも知

れませんが，本文中の３段落目に「こうした中で，教職員一人ひとりが，やりがいを高

め，使命感と情熱を持って，児童生徒の目線に立った」と教員に意欲を持たせるような

人事異動と書いてあります。一方，基本方針の３つの項目は，どちらかと言うと行政側

からの方針というか，上司である校長先生の意見を尊重して行うとなっています。教職

員には希望調書を書いてもらって，このようなテーマでこのようなことがしたいといっ

たことを聞き取りしていると思いますが，教職員の希望がここには出ていないように思

います。３項目目には「年齢・教科・勤続年数等」となっており「等」の中にこのこと

が入るのかもしれませんが，この辺りはいかがですか。 

 

（学校教育課長）今，おっしゃっていただきましたように，この人事異動基本方針につい

ては，任命権者が三重県教育委員会であるということを踏まえ，毎年，県の方針を参考

にさせていただいています。その中で教職員の異動については希望調書を書いてもらい，

できる限りそれを尊重するという形で行っております。当然，市内の教員は，どの学校

がどういった特徴のある教育をしているのかということを分かった上で希望調書を書

いていると考えておりますので，その希望調書の意向を尊重することが教職員の希望に

できるだけ沿った異動になるという考えを持っておりまして，ここには出ておりません

が，反映されていると考えています。 
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（伊藤委員）鈴鹿市は，特色ある学校づくりに取り組んでいますので，自分がそういった

場所で教えたいといった希望はあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）そこまで完全に把握しているということはありません。先生方の希望で

どうしてもこの学校に行きたいという思いもあるのかもしれませんが，そうしますと人

事異動もうまくいかないところがありますので，希望は必ず複数書いていただくように

なっています。その中で希望がかなう先生もいらっしゃいますが，この学校だけといっ

た職員の思いについては，そこまでは全体のバランス等も考えて，できていないのが現

状です。 

 

（伊藤委員）「校長の意見を尊重する」と２番に挙げてありますので，公立の小中学校であ

りながらも時代の流れを尊重してもらい，特色ある学校を一つずつ作っていくことも管

理職の大きなビジョンになるかも知れません。合川小学校が良い例で，今回こういった

画期的な取り組みをしてもらいます。少子化ということもあり，基本には文部科学省の

指針があると思いますが，それに加え，自分の学校は何をしたいのかといった方向性を

各学校の管理職の先生方がお持ちになって，そのために必要な先生集めをしてもらいた

いと思います。 

 

（岡井委員）市内の基本原則の（２）と（３）に，原則として３年以上，長くて８年を限

度とするとあります。昨年度はこの原則から外れた例はあったのでしょうか。それと私

の意見ですが，（２）については，あまり３年以上にこだわらず，どうしてもその学校

に合わないといったことがあれば，別に２年で異動しても良いと思います。また８年の

限度に関しても，本人の希望や本人と現在の学校との勤務の関係もありますが，５年以

上経てばいつでも異動できるようにこだわらずに行ってもらいたいと思います。 

 

（学校教育課長）まず，（３）の現任校勤務原則８年までという部分ですが，あくまでも限

度ですので，４～５年で積極的な異動希望を出された場合は，それをかなえる方向で考

えております。ただ，年数を８年としていますのは，県の方針として例外的なものはで

きる限り避けてほしいということもあり，それに従っています。それから（２）の現任

校勤務３年以上につきましては，県がある程度このラインで統一することとしておりま

すので設定しています。ただし，例えば，人数の関係で過員になる状況等，どうしても

異動を考慮しないといけない場合には，（６）で特別な状況を伴う人事異動については

検討するということもありますので，対応しなければならないことになりましたら，検

討させていただきます。それから，最近では例外はありません。 

 

（委員長）先ほど例外が無いということでしたが，昨年度，三重大学教育学部附属学校の

音楽か合唱の先生が８年を超えるということを言われていたと思います。その方はもう

異動されたのでしょうか。 

 

（学校教育課長）三重大学教育学部附属学校につきましては，私たちとは所管が違う形に
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なります。確かに，８年を超えている方がいらっしゃいます。この方につきましても，

本人の希望や教科的な条件もあり，また，三重大学教育学部附属学校につきましては県

下での異動になりますので，例えば鈴鹿から出ている方の代わりに，他の市から出るこ

とも含めて，県の教育委員会と調整しています。それも含めまして，できる限り長年月

になる方につきましては，最終的にはできるだけ早く戻っていただけるように考えてい

きたいと思っています。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮りし

ます。議案第１６６６号「平成２７年度教職員人事異動基本方針について」を原案のと

おり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１６６６号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，２番目の議案第１６６７号「鈴鹿市立小学校及び中学校の児童及び生徒の

就学に要する費用の援助に関する要綱の一部改正について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立小学校及び中学校の児童及び生徒の就学に要する費用の援助に関する

要綱の一部を改正するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第２号

の規定により，この議案を提出します。なお，詳細は学校教育課長より説明いたします。 

 

（学校教育課長）それでは，議案第１６６７号「鈴鹿市立小学校及び中学校の児童及び生

徒の就学に要する費用の援助に関する要綱の一部改正について」説明申し上げます。資

料は４ページから１４ページでございます。９ページの新旧対照表を御覧ください。今

回の要綱の一部改正は，要保護・準要保護児童生徒の援助費と特別支援教育就学奨励費

補助金の申請受付や審査，支給などの事務処理のために，平成２７年度から電算システ

ムを導入するにあたり，就学援助申請書の様式を改定するものでございます。今年度ま

では，これらの補助金の申請をされる場合，申請者に，申請者と世帯の所得の状況がわ

かる証明書を添付していただき，学校教育課において，申請ごとに計算をし，認定の審

査をしておりましたが，今回の電算システムの導入により，計算などの事務処理が自動

化され職員の負担が軽減されることに加え，市税のシステムと連携させることにより，

申請者の方にとりましても添付書類を減らすことができるため，利便性の向上と負担軽

減につながります。１１ページに改正後の申請書の様式がございますが，市税のシステ

ムと連携させるため，申請者に代わって教育委員会の担当者が税務資料その他の必要な

公簿を閲覧することについて，申請者の同意をいただく旨の文言を名前の下の部分に記

載しております。それ以外にも，今回の電算システムの導入を機に，これまでの要保護

用（１０ページ）と準要保護用（１３ページ）の２種類ありました申請書を１１ページ

にあるように１種類に統一したり，申請理由を選択式にして記入する手間を省いたり，
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今年度までは，別途提出していただいていた補助金の振込先口座の記入欄を申請書に追

加したりという様式の見直しを行っております。また，電算システムの導入により，申

請者別に，審査結果の内容を個別に記入した通知書が，打ち出せるようになりますので，

新たに，１４ページにありますとおり「就学援助審査結果通知書」を定め，申請者へ通

知するようにいたします。以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い

します。 

 

（委員長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）就学援助を申請する手間が簡便になるということは良いと思います。現在就

学援助を受けている方はどれくらいいるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）今年度につきましてはまだ申請途中ですので，平成２５年度の数を報告

いたします。１年間で２,０４４名の方が就学援助を受けております。 

 

（福嶋委員）その数は，この数年で増えているのかどうか教えてください。 

 

（学校教育課長）過去３年間分を申し上げます。平成２３年度が１,８９１名，平成２４年

度が１,９９８名，平成２５年度が２,０４４名となっており，年々増加している傾向で

す。 

 

（岡井委員）先日も新聞に，子どもの６人に１人が経済的にお困りの御家庭の子どもとい

うことで掲載されておりましたので充実して行っていただきたいと思います。今回電算

システムに伴い様式も変えられるのですが，公平という面で収入や家族の数，一人親家

庭，持ち家か貸家かといったものが得点化されていて，それらの数値を入れると困窮度

が測られ，この得点以下であれば認定するといったシステムになっているのでしょうか。

それともう一点，民生委員の副申というか情報収集というのはあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）最初の御質問の色々な項目についてですが，年齢や家族構成の状況によ

り計算の段階があります。それにつきましては，現在は手入力で行っておりますが，シ

ステムに入力し，ある程度客観的に出るような方法を継続して行っていきます。また，

そのように客観的なデータに出ない部分については，民生委員の方の御意見をいただき，

それにつきましては別途検討という形になっておりました。ただ現状としては，民生委

員の方の御意見をいただくということは，少し前からなくなっておりますので，今回に

つきましては，原則，収入等によって判断することが大きくなっております。 

 

（委員長）新しい様式に変わり１１ページに「認定を受けた場合，学校長を私の代理人と

して定め，就学援助費の請求，受領及び返納に関する一切の権限を学校長に委任します。」

といった文言が入っていますが，以前はこのようなことはなかったのでしょうか。 
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（学校教育課長）この２行についてですが，今までは就学援助費の口座振込依頼書を別に

もう１枚出していただいており，その下の部分に委任状という形で同じ内容の文言があ

りました。説明が漏れたかもしれませんが，その文言をそのまま使用しております。 

 

（委員長）ありがとうございます。もう一点。１４ページの第２号様式ですが，２に審査

結果，３に理由とあります。認定を受けた場合でも３の理由は書かれるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）こちらにつきましても，認定理由を書く予定です。ただし，今年度まで

につきましては，不認定の方と市外の方についてこれを出しておりましたが，今回シス

テム化されるということで，全員の打ち出しが可能になりますので，出す予定をしてお

ります。 

 

（岡井委員）これらの制度の周知はどのようにされているのですか。また，去年の場合の

認定率はどれくらいだったのでしょうか。 

 

（学校教育課長）周知の方法ですが，入学説明会等の場による学校からの説明に加えまし

て，広報等での周知もしております。また，認定率についてはなかなか難しく全員の分

は把握しておりませんが，出される方もある程度の所得等の制限があるということを御

理解いただいておりますので，例えば小学校，中学校の上位３校を足しますと３８７名

いらっしゃいますが，その中で約１０件が認定されていないというデータがあります。

付け加えまして本市におきましては，生活保護の水準の１.５倍までを認定するとして

おり，県内では最も高い水準になっております。他市の基準であればもう少し少なくな

るかもしれませんが，そのような影響もあり，認定されない家庭は他市に比べて少なく

なっています。 

 

（福嶋委員）平等に教育を受ける権利があるので，鈴鹿市の枠がそのように広いのは良い

と感じました。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮りし

ます。議案第１６６７号「鈴鹿市立小学校及び中学校の児童及び生徒の就学に要する費

用の援助に関する要綱の一部改正について」を原案のとおり承認することに御異議はご

ざいませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１６６７号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，報告事項に移らせていただきます。１番目の「鈴鹿市立小中学校における

通学区域の見直し方針（案）について」をお願いします。 

 

(学校教育課長）それでは，報告事項の１番目，「鈴鹿市立小中学校における通学区域の見
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直し方針（案）」につきまして，説明申し上げます。１ページを御覧ください。学校教

育法施行令の規定により，市町村教育委員会は，就学すべき小中学校を指定する必要が

ありますことから，本市におきましても各学校の通学区域を指定しております。近年の

少子化により，本市における児童生徒数は全体的に減少傾向ではございますが，合川小

学校のように小規模特認校制度を実施する小規模校がある一方，旭が丘小学校や白子中

学校のように国が示す過大規模校に該当し，対応が必要な大規模校もございます。また，

それ以外にも，指定校よりも通学距離が短縮できる学校があるため，保護者や地域の方

から通学区域の変更についての要望もございます。このような現状や課題を受けて，全

市的に通学区域を見直す必要がありますことから，「鈴鹿市立小中学校における通学区

域の見直し方針（案）」を策定いたしました。具体的な見直し方針といたしましては，

大規模校対策，小規模校対策，保護者等の要望の大きく３つに分けられます。その中で

も大規模校対策は，さらに通学区域の弾力化と通学区域の変更の２つに分けております。

３の（１）通学区域の弾力化でございますが，（ア）旭が丘小学校の通学区域につきま

して，指定校が旭が丘小学校である児童は，通学距離が概ね直線で２ｋｍ以内であれば，

隣接する玉垣小学校，愛宕小学校，白子小学校への就学を認めます。ただし，当該小学

校卒業後は就学先の指定中学校，玉垣小学校は千代崎中学校，白子小学校は鼓ケ浦中学

校，愛宕小学校は千代崎中学校か鼓ケ浦中学校のいずれかに入学していただきます。（イ）

白子中学校の通学区域につきましては，指定校が白子中学校である生徒は，通学距離が

概ね直線で６ｋｍ以内であれば，隣接する中学校への就学を認めます。具体的には，旭

が丘小学区は鼓ケ浦中学校，千代崎中学校，稲生小学区は天栄中学校，鼓ケ浦中学校，

創徳中学校，桜島小学区は千代崎中学校，創徳中学校でございます。なお，通学区域の

弾力化につきましては，受入側の学校の教室数等の関係もございますことから，毎年，

学校毎に受入人数を設定する予定でございます。次に，（２）大規模校対策のための通

学区域の変更でございますが，白子中学校へ入学する生徒の減少をねらいとしまして，

稲生小学校の通学区域の一部を飯野小学校へ，桜島小学校の通学区域の一部を玉垣小学

校へ変更する計画でございます。続きまして，（３）小規模特認校制度の導入でござい

ますが，７月の教育委員会定例会におきまして，議事としておりますので，説明は省略

いたします。（４）地域の保護者からの要望等による通学区域の変更についてでござい

ますが，竹野町，北道伯，東磯山，須賀町等の地域を対象としております。これらの通

学区域の見直しの視点は，「ア 今後の児童生徒数の推移」「イ 学校施設の状況（教室

数及び校地面積など）」「ウ 学校と地域及び小学校と中学校の関連性」「エ 通学距離

が長い地域の負担軽減，通学の安全確保」という４つでございます。最後に，今後の予

定でございますが，平成２７年１月に，市議会全員協議会にて報告した後，パブリック

コメントを行い，平行して，関係地域との協議を開始いたします。その後，見直し方針

の決定，具体的な見直し案の確定を経て，平成２７年６月に，教育委員会定例会にて規

則改正を行い，平成２８年４月からの施行を目指します。以上で報告とさせていただき

ます。 

 

（委員長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 
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（福嶋委員）旭が丘小学校の場合は概ね直線で２ｋｍ，白子中学校は概ね直線で６ｋｍと

いうことですが，この距離は学校によって変わっていくのかあるいは小学校はこう，中

学校はこうと決めているのか教えてください。 

 

（学校教育課長）小学校につきましては概ね２ｋｍということで，その３校のいずれを選

んでも２ｋｍ以内となります。中学校につきましても，いくつか学校が選べるようにな

っているのですが，いずれを選んでも直線で概ね６ｋｍになります。距離の基準ですが，

旭が丘小学校区に住む子どもが白子小学校を選んだ場合は，白子小学校を中心として半

径２ｋｍの円を描きましてその中に入れば選んでいただけることになります。校区ごと

に一定ということです。そのため，対象者は少しずつ変わってきます。 

 

（福嶋委員）将来的に他の学校でこのようなことが起こった場合には，中学校はどこでも

６ｋｍ，小学校はどこでも２ｋｍとなるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）この中学校の６ｋｍの基準につきましてですが，国が示している通学距

離の基準が６ｋｍになっておりますので，設定させていただきました。他の学校でも６

ｋｍという形で考えております。また，小学校は同じ基準では４ｋｍとなっているので

すが，小学校は徒歩での通学ということ等も考慮しまして，より安全な形で通える距離

として半径２ｋｍにしました。また，４ｋｍにしますと旭が丘小学校区の全てが入って

しまいますので，２ｋｍで十分目的が果たせるだろうと考えています。 

 

（委員長）今の質問に関連してですが，文言の中に「概ね」と表現されています。私の経

験からすると，きちんと２ｋｍと決めてしまいますと，２ｋｍから若干超えてしまうと

だめですが，「概ね」と書いてあれば少し超えていても大丈夫であると判断してしまい

ます。その許容範囲はどれくらいで考えられているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）現在でも学区外申請という制度があり，それも市の登録された地図で測

っています。こちらにつきましては，自宅の場所を特定し２ｋｍで円を描けますので，

その中に入っていれば大丈夫であると判断します。 

 

（委員長）少し出るとどうなりますか。 

 

（学校教育課長）少しずつ広げていきますと，２.１ｋｍでは，２.２ｋｍでは良いのかと

なる可能性がありますので，だいたい２ｋｍでとお話をさせていただきます。こちらと

しては，２ｋｍと考えております。だた，ほんの少し出てはだめかというと，そこまで

厳密には考えておりません。 

 

（岡井委員）市内の各学校における児童生徒数の格差が非常に大きく，いびつになってき

ている中で，柔軟に校区の見直しを図って対応されている姿勢が示されて良いと思いま

した。２ページの４で通学区域の見直しの日程についてですが，１月から２月にかけて
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パブリックコメントを行うということで，この時の提案の資料，形や方法，手続きにつ

いて詳しく教えてください。それから，この資料だけでは市民の方も具体的には分から

ないと思います。例えば，関係中学校の位置や図面，今後１０年間ぐらいの児童生徒数

の推移はこのようになるためこういったことをしないといけない，といった資料を御意

見をいただく時に配布してほしいと思います。当然考えていると思いますが，パブリッ

クコメントを出す時の資料の形について，分かっている範囲で教えてください。 

 

（学校教育課長）一番大きいのは通学区域の弾力化についてであると思いますが，こちら

につきましては地図やあるいは推移等，示すことができると判断したものにつきまして

は検討して参りたいと考えております。それ以外の（２）の大規模校対策のための通学

区域の変更，（４）地域の保護者からの要望等による通学区域の変更，これらにつきま

しては，地元に説明に伺う際には地図等も示しながら具体的な話もさせていただこうと

考えています。全体でパブリックコメントを出すまではないですが，個別に関係する地

域の自治会の方々には集まっていただき，説明と協議を行う予定です。大枠としまして

今回示しました，方針（案）をパブリックコメントにかける予定でございます。 

 

（岡井委員）全市民にするのではなく，関係地区の方を市民としてコメントを求めるとい

うことですね。 

 

（学校教育課長）やはりこういった政策を行っていくということを知っていただくために

も，この資料は全市民の方に見ていただこうと考えています。先ほど説明が不十分だっ

たのですが，具体的に通学区域を変更する地域については個別に伺うということで，全

体的な方針は，全市民の皆様にお示しし御意見をいただきたいと考えております。 

 

（伊藤委員）通学区域見直しというのは，現在のところ大規模校での，数の議論から入っ

ていると思います。今までは，ここの地区はこの学校に行かなければならないというよ

うに選択肢がなかったのですが，成績等の学校間差というのでしょうか，ここで新しい

選択肢ができるということは，ある意味，それは良い意味での切磋琢磨のチャンスかな

と思うのですが，今まで以上に保護者はそういったことに敏感になられるのではないか

と思います。距離を選んで近くに行くのも良し，現在の学校のトータル的なレベルも考

えて留まりたいという選択肢も有りと考えてよいのでしょうか。 

 

（学校教育課長）今おっしゃっていただいたとおり，当然色々な要素を保護者の方は考え

られると思います。当然お子さんもそうだと思います。こちらとしましても，どこの学

校においても一生懸命取り組んでいただいており，これもまた一つ切磋琢磨するチャン

スかなと思っております。今回，限られた地域の方々でございますが選択肢が広がると

いうことですので，当然そのまま地元で，例えば旭が丘小学校へ行って白子中学校とい

うことも選択肢の一つだと思っています。 

 

（福嶋委員）選択肢が広がっていくことはとても良いことですし，進めていただきたいと
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思います。個別の家庭で考えると，兄弟姉妹がいるから，友達がこっちに行っているか

らと，色々悩みが増えたり大変なところがあると思いますが，粘り強く，パブリックコ

メントも進めていただきたいと思います。 

 

（委員長）新たな通学区域ができてきますので,新たな通学路が発生すると思います。そう

しますと，どうしても安全性を確保していかなければならないところがあると思います。

その辺りも考えていただきまして，チェックをするなど，今後，実際に申請があって小

学生が通うとなったときには，その安全性の確保をしっかり行っていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，２番目の

「平成２７年度鈴鹿市立幼稚園の保育料について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，報告事項の２番目，「平成２７年度鈴鹿市立幼稚園の保育料」

につきまして，説明申し上げます。３ページを御覧ください。平成２７年４月から開始

される子ども・子育て支援新制度では，すべての鈴鹿市立幼稚園が，新しい制度に移行

することになります。利用者の方にとっては，新制度の導入により，保育料がどうなる

のかということへの関心が高く，お問い合わせもいただいてきたところです。また，８

月の教育委員会定例会におきましても，御質問をいただいております。国からは，公立

幼稚園の保育料の額について，それぞれの市町村における現行の利用者負担水準を踏ま

えつつ，新制度への円滑な移行のための観点や，公立施設の役割・意義，幼保・公立私

立間のバランス等を考慮し，設置者かつ財源負担者である市町村において判断すべきも

のとの考えが示されています。また，保護者の所得に応じた額を定めることとされてい

ます。現在の鈴鹿市立幼稚園の保育料は，「３ 保育料（案）」にお示ししましたように，

減免措置による軽減はあるものの，一律で，月額６,２００円，年額７万４,４００円で

ございます。今回，平成２７年度の鈴鹿市立幼稚園の保育料を設定するにあたり，利用

者の方に混乱を招かないよう，保育料の上限額を，現在と同じ，月額６,２００円とし

ました。所得に応じた階層区分につきましては，現在の就園奨励制度により減免措置を

している内容を基にしまして，３つの階層区分を設定しました。生活保護世帯の保育料

は０円，市民税所得割非課税世帯は４,６００円とし，利用者の現在の実質的な負担水

準と同程度となるようにするとともに，４歳児から小学校３年生までの範囲において２

人目の園児は半額，３人目の園児は無償とする現在の軽減措置も継承いたします。また，

国において新たに追加される予定の母子世帯等及び在宅障害児のいる世帯を対象とし

た軽減措置を別途実施する予定です。平成２７年度の保育料は，現行の負担水準と同等

の設定といたしましたが，今後の保育料につきましては，市内における幼児教育を全体

的に捉え,将来的な課題とすると考えております。以上で報告とさせていただきます。 

 

（委員長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（委員長）今，平成２７年度の保育料については将来的な課題としたいということですが，
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基本的には値上げの方向なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）今回，子ども子育て支援新制度は，かなり早急な決定を求められるもの

でありましたので，今年度につきましては国の方針にもありましたように，現行の負担

水準等を踏まえ決定をしております。今後につきましては，先ほども申しましたとおり

課題となって色々考えることが多いです。例えば，現行の負担水準や今まである程度一

定できて，特に提供する教育が変わっていないのに保育料の値上げができるのかという

こと，あるいは公立私立のバランスや保育所との関係，そういったことがたくさんあり

ますので，他市の状況も踏まえながら，いつどうなるか，額につきましてもなかなか見

当がつかないのが本音です。そういった状況も考えながら課題として考えていかなけれ

ばならないと認識しております。 

 

（福嶋委員）現行では他市とのバランスはどういう金額になっているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）実は，来年度につきましては，県内の大きな市町につきましては現行ど

おりで行うところが多いと情報を得ています。金額につきまして，四日市市，亀山市，

津市，松阪市，桑名市では５,５００円から６,９００円の範囲です。鈴鹿市はちょうど

その真ん中ぐらいですので，平均的であると考えています。 

 

（福嶋委員）該当するお子さんをお持ちの保護者の方は，保育料がいくらになるのかがす

ごく大きな関心事ですので，今回は厳しくてなかなか大変だったと思いますが，なるべ

く早く決めることは決めてお知らせできるようにお願いしたいと思います。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，３番目の

「平成２６年度全国学力・学習状況調査質問紙調査結果の概要について」をお願いしま

す。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の３番目「平成２６年度全国学力・学習状

況調査－質問紙調査結果－」につきまして，教育指導課研究グループがまとめましたの

で，説明申し上げます。５ページを御覧ください。ここでは，目次に書かれております

ように，児童・生徒質問紙と学校質問紙を，「学びの質」，「家庭学習」，「教員の研修・

取組」，「学校生活」，「基本的生活習慣・家庭生活」，「家族・地域・社会とのかかわり」，

「自尊意識等」，「規範意識」といった８つのカテゴリーに分け，分析してあります。ま

た，１番目の「学びの質」につきましては，その質に応じて「学習状況・指導方法」，

「言語活動」，「探究的な学習」，「読書活動」に分類してあります。６ページに本稿の見

方が記載してありますが，課題と捉える基準といたしまして，児童・生徒質問紙と学校

質問紙において，「当てはまる」，「どちらかといえば当てはまる」といった肯定的回答

の割合が８０％未満か，８０％以上であっても全国平均より５％以上下回るものについ

て課題が大きいとみなしております。課題とみなした質問項目について，平成２６年度

の鈴鹿市の結果を□で囲み，示してあります。また，平成２５年度の結果と平成２６年
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度の結果を比較し，「増加」，「変化なし」，「減少」といった結果に応じて矢印で示して

あります。そして，児童・生徒質問紙と学校質問紙の両方の結果を合わせ見て，校種別

に課題を記載してあります。ただし，例えば，「学習塾で勉強をしていますか。」といっ

たような質問に対しては，実態を把握するにとどめ，課題として取り上げなかった項目

もあります。また，各カテゴリーの最後には，課題を受けて，改善のためのヒントとな

るＱ＆Ａを４３ページに書かれております参考文献等を参考にしながらまとめ，記載し

てあります。では，それぞれのカテゴリーにおける，鈴鹿市の課題について概要を報告

させていただきます。７ページを御覧ください。まず，カテゴリー１の「学びの質」に

おける（１）の「学習状況・指導方法」ですが，小学校，中学校とも共通の課題として，

「授業の冒頭で目標（めあて・ねらい）を示す活動を取り入れること」，「授業の最後に

学習したことを振り返る活動を取り入れること」に課題があり，またそれらは，教師は

行っているつもりでも，子どもたちはそうは感じていないといったような認識の差が明

らかになってきております。また中学校におきましては，「学習規律の徹底」や「学級

全体で取り組んだり挑戦したりする課題やテーマを与え，探究型の学習指導を進める」

といったことに課題として挙げられております。今，よく言われるようになっている，

「めあてと振り返り」につきましては，「なぜそれが大切なのか。」，「具体的にどのよう

に取り入れたらいいのか。」についてはＱ＆Ａで示してあります。（２）の「言語活動」

につきましては，１１ページを御覧ください。ここでは，小中学校におきましても，「学

級やグループでの話合いなどの活動で，自分の考えを相手に伝える」，「相手の考えを最

後まで聞く」，「自分の考えを深めたり，広げたりする」といったこと，「４００字詰め

原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くこと」，「自分の考えを他の人に説明したり，

文章に書いたりすること」といったことが課題として挙げられます。学校全体で，国語

科はもとより，各教科等を通じた言語活動に取り組むことが求められています。Ｑ＆Ａ

につきましては，１４～１６ページにかけて，「話し合い活動の効果的な手立て」，「読

書感想文指導」，「各教科を通じた言語活動」といったこと等について触れております。

１７ページを御覧ください。（３）の「探究的な学習」におきましては，小中とも，「課

題の設定からまとめ・表現に至る探究の過程を意識した指導」，「本やインターネットな

どを使った資料の調べ方の指導」，「資料を使った発表の指導」，「調べたことや考えたこ

とを分かりやすく文章に書く指導」といった指導に，また中学校においては，それに加

えて「総合的な学習の時間の授業で学習したことの有用感」や「学校図書館を活用した

授業を計画的に行うこと」に課題が挙げられます。Ｑ＆Ａでは，「本やインターネット

などを使った資料の調べ方」について取り上げております。（４）の「読書活動」につ

いては２０ページを御覧ください。ここでは小学校中学校とも，「読書が好きな子ども

の割合」や「授業時間以外での読書の機会」といったところに課題が見られます。そう

いった子どもたちを本好きにする手立てについては，２２ページのＱ＆Ａで書かれてお

ります。「学びの質」については以上です。続きまして，カテゴリー２の「家庭学習」

におきましては，２３ページを御覧ください。家庭学習におきましては，小中ともに，

「休日（中学校は平日もですが）の家庭での学習時間」，「家で，自分で計画を立てて勉

強をすること」，「家で，予習や復習をすること」，「調べたり文章を書いたりしてくる宿

題を与えること」に，また中学校においては，「生徒に与えた家庭学習の国語の課題に
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ついて，評価・指導すること」，「保護者に対して生徒の家庭学習を促す働きかけをする

こと」，「家庭学習の課題の与え方について，校内で共通理解を図ること」，「生徒に家庭

学習の方法等を具体例を挙げながら教えること」に課題が挙げられます。家庭とも連携

しながら，家庭学習の習慣の定着を図っていくことが求められています。カテゴリー３

の「教員の研修，取組」におきましては，２７ページを御覧ください。ここでは小中と

も，「教員が，他校や外部の研修機関などの学校外での研修に積極的に参加できるよう

にすること」，「知識・技能の活用に重点を置いた指導計画を作成すること」，「教科の指

導内容や指導方法について近隣の小中学校と連携（教師の合同研修，教師の交流，教育

課程の接続など）を行うこと」に，また中学校ではさらに，「学校の教育目標やその達

成に向けた方策について，全教職員で共有し，取り組むこと」に課題が見られます。３

０ページには，カテゴリー４「学校生活」について示してありますが，ここでは，今年

度新規の質問として，「学校生活で，友達関係など何か悩みを抱えたら，誰に相談する

ことが多いですか。」で，「先生，友達，家族，ＳＣ（スクールカウンセラー）のうち誰

かには相談する」と答えた中学生が７７.４パーセントになっております。３２ページ

を御覧ください。カテゴリー５の「基本的生活習慣・家庭生活」におきましては，小中

学校とも，「１日当たりのテレビやビデオ・ＤＶＤを見たり，聞いたりする時間」や「１

日当たりのテレビゲーム（コンピューターゲーム，携帯式のゲーム，携帯電話やスマー

トフォンを使ったゲームも含む）をする時間」が少ない子どもが少ない傾向が見られま

す。６の「家庭・地域・社会とのかかわり」におきましては，「地域や社会で起こって

いる問題や出来事への関心や地域や社会をよくするために何をすべきかを考えること」，

「新聞を読むこと」，「教科や総合的な学習の時間，朝や帰りの会等で，地域や社会で起

こっている問題や出来事を学習の題材として取り扱うこと」に，課題が見られます。７

の「自尊感情等」におきましては，小中とも，「難しいことでも，失敗を恐れないで挑

戦すること」，「自分には，よいところがあると思うことができること」，「将来就きたい

仕事や夢について考えさせる指導」等に，また中学校におきましては，「将来の夢や目

標をもつこと」，「学校生活の中で，生徒一人一人の良い点や可能性を見付け，生徒に伝

える」といった指導が挙げられています。８の「規範意識」につきましては，肯定的回

答がかなり高く，課題となる質問項目はありませんでした。カテゴリー２～７につきま

しても，それぞれＱ＆Ａを示してあります。教育委員会事務局といたしましては，これ

らのデータや分析をもとに，鈴鹿市における課題を洗い出し，施策に反映させていきた

いと考えております。以上で「平成２６年度全国学力・学習状況調査－質問紙調査結果

－」の報告とさせていただきます。 

 

（委員長）それでは，ここで１時間を経過しましたので休憩いたします。１０分休憩し，

再開は１０時４０分からといたします。 

 

《休 憩》 

 

（委員長）再開したいと思います。報告事項の３番目に御質問，御意見がございましたら

お伺いしたいと思います。 
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（教育指導課長）訂正をお願いします，３９ページの小学校における児童質問紙の６番「自

分には良いところがあると思いますか」の前年度比較で矢印が下向きになっていますが，

上向きの誤りです。訂正させていただきます。よろしくお願いします。 

 

（伊藤委員）この前のテスト結果を受けて一生懸命正面から取り組んでいただき，御苦労

様でした。これを見せていただきますと，やはり家庭の役割というのがすごく浮き彫り

になったのではないかと思います。本を読むこともそうですが，親との会話の中でそう

いった話がでるとか，知らないことをもう少し何かで調べてみるとか，親子，家族のコ

ミュニケーションで，知らないことを何でどう調べるかということを，一つずつ会話の

中に入れていき，未知との遭遇に子どもを引っ張っていくのは，おそらく家庭の役割か

なと思います。それと，宿題についてですが，家庭内の学習に宿題を重点に置いている

という状態なのか，ゆとり教育もあって宿題を課さないといった状況なのか，今現在は

どのような状態で宿題を出しているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）家庭学習におきましては，学力学習状況調査の結果も踏まえて，先生方

の意識も随分と家庭学習の定着という意味で行っていかなければならないという認識

が高まっています。それと同時に，以前は個人の先生に任せられていた部分があったの

ですが，職員の間で組織的に取り組むということで，学校の中で共通理解を図り，きち

んと出していこうという認識が高まっていると感じています。 

 

（伊藤委員）宿題が多くなると，どうしても先生のチェックに時間がかかることもあると

思います。以前は子ども同士で交換して隣の子どもの分を採点することも含めて，なる

べく自分たちで事前に答え合わせして持ってくることなどをしていました。いずれにし

ても，ある程度，少ないか多いかの量的な問題だけを考えると，ある程度の量を出して

いただいた方が，子どもが机に座るという習慣がつくと思います。結果的に宿題をして

こない子どもも出てきて，それはそれで問題も出てくると思いますが，全体として少し

家庭学習にウエイトを置いた方が，机に座るという習慣がつくと思いますので，そうい

った方向で今後の指導をしていただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）非常に綿密に作っていただいて確かに良いなと思いました。この資料はどの

ように教師に伝わり，学校間の話し合いをされるのか，どのように使われていくのでし

ょうか。 

 

（教育指導課長）まず，１１月の校園長会で発表させていただきました。それと同時に，

学校に紙媒体を送りました。どうしてもメールで送ってしまいますと埋もれてしまう可

能性がありますので，紙媒体にしました。これを研修等に使っていただきたいと考えて

います。また，若い先生方も多いのでどういう風に取り組んでいったら良いかが分から

ないという質問も受けていますので，特にＱ＆Ａを活用していってもらいたいと伝えさ

せてもらっています。 
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（福嶋委員）紙媒体は１校に何部ぐらい送ったのでしょうか。なるべく先生方の目に届く

ようにと思っています。 

 

（教育指導課長）１部ずつ送っています。ＰＤＦでも送っていますので，学校で印刷も可

能です。教育委員会だよりの「遥か」でも，こういったものを配布しましたのでぜひと

も活用をしてくださいと呼びかけています。 

 

（福嶋委員）校園長会でお話されているということですが，学校長の力量が大きな鍵にな

ると思います。学校によって格差があってはいけないし，その共有というところも力点

を置いて行っていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（岡井委員）学力の向上を支える基盤となる各項目について，丁寧にまとめられ，鈴鹿の

それに対する子ども達，学校の意識をまとめて考察していると思います。課題も出して

あり，本当にありがたいことだと思います。学校に１部ずつだけということでしたが，

できたら，一人ひとりの先生に配っていただきたいと思います。一人ひとりの先生が精

読すれば，授業を見る眼，子どもを見る眼，それから組織としての学校力を高める力も

グレードがもう一つ，二つ私は絶対上がると思います。ですから，単に校園長会だけで

はもったいなく，せめて研修主任クラスは集めて，これについて自分が理解することと，

学校に広げさせるような取り組みを是非行ってほしいと思います。これだけして，１部

配るだけではもったいない気がします。それから，年度が始まったら，学校経営方針や

学校経営計画を出してもらうと思うのですが，その時にこの資料の中から，２つか３つ，

どの課題を取り上げて具体的にどうするのかということを，欄は小さくて良いですので

経営計画の中に入れてほしいと思います。こういった調査報告を出したら求めないと，

読む人は読むけれども，読まない人もいるということなので，それについてどこを活用

してもらうかということを経営計画なり報告に書いてもらったらいかがでしょうか。そ

れから，一人ひとりの先生については５ページのＱ＆Ａは非常に具体的で自分でも明日

からしようと思ったらできることがありますので，これらについても期首面談等でこの

冊子の中で３つをするとしたらどれをするのかということを，一人ひとりに問いかけて

いかないと，学校全体，鈴鹿市全体の力にならないと思います。ぜひこれを，取り掛か

りとして取り組んでいただきたいと思います。それが基盤となって，学力テストをした

ときにも数値として現れてくると思います。 

 

（福嶋委員）こういう資料を作る上で，こういうところでつまずいた，悩んだというとこ

ろがあると思うのですが，そういう点を教えてください。 

 

（教育指導課長）研究グループが作成したのですが，国の方針や県の方針を鑑みてカテゴ

リーをどのようにするか，基準をどこに持っていって洗い出していくか等，そういった

ことの共有を図って行っていく部分が苦労した点です。 
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（福嶋委員）最近ＮＨＫでインターネットと紙媒体の資料調べのことを放送していたので

すが，やはり紙媒体の方で調べていった方が脳の活性化が図られるという話もあったの

で，こういうところをとても興味深く読ませていただきました。それぞれの方がたくさ

んの資料を読まれて作られたのだということがわかりました。先ほど，岡井委員もおっ

しゃられたように，提示している範囲が大きいので，それを重点的にしていくことも大

事なのではないかなと思いました。そういった面でも，悩みが出てくると思いますがよ

ろしくお願いします。 

 

（伊藤委員）２２ページの本好きな子を増やすにはというＱ＆Ａがすごく良いなと思いま

した。要は先生がどれだけ本を読んでいるかというところにあると思います。中学校だ

と国語の先生が，ある程度，本の紹介をすると思いますし，だいたい身体的な発達を考

えると中学校ぐらいになってくると反発的なことも出るかと思いますが，小学校の低学

年は先生が絶対的なところがあると思いますので，本を読む基本を作るその年代の担任

の先生たちが「こういう本が面白かったよ」と言うと，たったその一言で子ども達は本

を読むと思います。国語の授業に関わらず，例えば先生が身近に読まれた本の紹介をし

ていただくとか，それは家庭でも一緒だと思いますが，結局子どもをどうやって本好き

にするかは，親と先生がどれだけ本を読んでいるかではないかと思います。それで，こ

ないだこんなのが載っていたよと，上手に子どもをリードしてもらって，おそらく１０

歳くらいまでの話だと思いますが，お忙しいのは重々承知ですが，特に低学年をお持ち

の先生が関連の本に目を通していただいて，「こういう本が面白かったよ」と日常に話

してもらうのが一番刺激になると思います。このＱ＆Ａはすごく良いなと思いました。 

 

（福嶋委員）新聞を読むことについてもありましたが，最近は若い方が新聞離れをしてき

て，学校の先生でも取っていない方もいらっしゃると思うのですが，こういう事件があ

ったよとか，こういうことが社会的にも問題になっているよとか，毎日ちょっとでもお

話をしていただくと，子どもも社会的な事件とか世の中の動きに関心を持つことができ

ると思います。取らなかったとしても図書館にあるかもしれませんので，先生方もそう

いった努力をしていただければと思いました。 

 

（岡井委員）このまとめを読んで学校生活や自尊意識，規範意識について非常に鈴鹿の子

どもは豊な人間性を持っていると思います。生徒同士，先生と子どもの間で暖かい人間

関係の中で支えあっていることができているということが伺えて，全国平均に比べて◎

がたくさんついていて非常に嬉しいです。もっともっと高めていけばいじめも少なくな

ると思います。ただ，このことと不登校がかなり高いことに違和感があります。全体と

しては暖かい人間関係ができているのですが，登校しにくい子どもについては先生方や

友達からの，一人ひとりに対する暖かい関わりが教育相談を含めて大事なのかなと思い

ます。全体としては非常に人間として大事な豊かな心が育っていて嬉しいと思いました。 

 

（委員長）ありがとうございます。私も皆さんの意見と同じで，非常に良いものを作って

いただきましたので，ぜひ勉強会や研修会を開いていただきたいです。特に，小学校に
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しても中学校にしても近隣との連携があまりできていないという結果がありますので，

そういう所で近隣との連携がうまく取れるような方向に持っていっていただければ，先

生として力量が上がっていくのではないかと思いますので活用していただきたいと思

います。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，４番目の

「平成２６年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了証書授与式・卒業証書授与式及び

平成２７年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式･入学式について」をお願いしま

す。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは「平成２６年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修

了証書授与式・卒業証書授与式及び平成２７年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園

式･入学式」について，報告申し上げます。幼稚園につきましては，修了証書授与式期

日は，平成２７年３月２３日（月）午前１０時，入園式期日は，平成２７年４月８日（水）

午前１０時，会場は，各幼稚園となっております。小学校につきましては，卒業証書授

与式期日は，平成２７年３月２０日（金）午前１０時，入学式期日は，平成２７年４月

７日（火）午前１０時３０分，会場は，各小学校となっております。中学校につきまし

ては，卒業証書授与式期日は，平成２７年３月１３日（金）午前１０時，入学式期日は，

平成２７年４月７日（火）午後１時３０分，会場は，各中学校となっております。尚，

開式時刻につきましては，一部の幼稚園・小中学校で変更となる場合がございます。教

育委員の皆様の参加につきましては，後日，連絡をさせていただきます。以上で報告と

させていただきます。 

 

（委員長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）最近は父親の参加も多く，御両親が揃うのは入学式と卒業式という感がすご

くありますので，入学式にも教育委員会からの熱いメッセージを出すと良いかと思いま

す。あくまでも意見ですが。御両親が揃っているのがチャンスというそれだけなのです

が。やはり，昨今の教育の中でこういう所に力を入れていますとアピールするのは入学

式が良いのではないかと思いますので，今後の参考にしてください。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，５番目の

「平成２６年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果について」をお願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，５番目の「平成２６年度全国体力・運動能力，運動習慣等調

査の結果について」を報告させていただきます。今年度，文部科学省において実施され

ました，全国体力・運動能力，運動状況等調査の結果が１２月８日に届きましたので，

資料として提供させていただきます。一番上に本市の結果，その下に県・国の結果とな

っております。アクションプランにおける１－ⅲの６の年度末目標「全国体力・運動能

力等調査で全国平均以上の種目の割合」は，平成２５年度には６％に対して，平成２６
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年度は，３２枠中５枠が全国平均以上であったということで，１５.６％になります。

今後，さらに分析を進めてまいりたいと考えておりますが，本日のところは以上の報告

とさせていただきます。 

 

（委員長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の体力は低いと言われているのですが，大きくこの理由はどこにある

のでしょうか。例えば，外遊びが少ない等，考えられる理由があるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）詳しい分析につきましては後日させていただきますが，昨年度の分析に

よりますと，鈴鹿市は運動好きな子どもは多いです。ただし，運動の日常化や体育の授

業でどういった点を大事にしていくかということを全校レベルで共有を図って組織的

に取り組んだかということに関しましては低いということがあります。学力と同じよう

に子ども達の結果を見据えて課題はどういうところにあるのか，それに対して日常でど

ういう形で取り組んでいけば良いのか，体育の授業は非常に少ないので，運動の日常化

ということを定着させていかなければなりませんので，組織的に話し合っていくことが

大事だと思います。 

 

（福嶋委員）昔であれば，表現は悪いですが農村と都会と分けた時にはどちらかというと，

自然がいっぱいのところの方が遊ぶところが多くて，体力が高いのかなと思っていまし

たが，最近はそのような高低差がなくて，都会でもしっかり学校で取り組んでいたりす

ると体力が高いということがあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）その点に関しても，今年分析をして報告したいと思います。 

 

（伊藤委員）今回色々な資料を本格的にまとめていただいて，鈴鹿市の現状をしっかり把

握し，定例会にも数字として出してもらいましたので教育指導課の並々ならぬ決意を見

せてもらったと思います。先ほどからあるように，この結果を各学校の先生方がどのよ

うに受け止めてもらえるか，教師の意識が少し変わるだけで子どもはすごく変わってく

ると思いますので，学校の先生方の意識の中に周知徹底してもらえれば良いかなと思い

ます。 

 

（委員長）達成率が１５.６％と６％と書かれているのですが，鈴鹿市の目標は，全国平均

を全種目で上回るということを掲げているということでよかったでしょうか。 

 

（教育指導課長）アクションプランにおいては，５０％という目標値は持っています。体

力を上げるということで，そういう意欲を持って取り組みたいと思います。 

 

（委員長）全て全国平均を上回らなければならないのかなと，非常に高い目標を持ってい

るのかと思いましたので。目標達成が１００％まで行くのかなと思っていました。 
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（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，６番目の

「第１７回鈴鹿シティマラソン開催結果について」をお願いします。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは報告事項の６番目「第１７回鈴鹿シティマラソンの

開催結果について」説明申し上げます。まず，教育委員の皆様には，大変寒い中，開会

式に御臨席いただき，ありがとうございました。また，教育委員長及び教育長におかれ

ましては，スターター及び表彰式でのプレゼンターをお勤めいただき，御礼申し上げま

す。今大会の参加者状況でございますが，全国３１都道府県から７,４８３名のエント

リーがございました。そのうち，三重県内からのエントリーは５,１６８名で，全体の

約７０パーセントを占めております。また，三重県内からは大紀町を除く２８市町から

エントリーがあり，そのうち，鈴鹿市内の方は２,０６９名で，全体の約３０パーセン

トでございました。当日の参加者ですが６,８２５名ということで，全体で９１％の参

加率です。なお，競技部門別の詳細につきましては，４７ページの資料のとおりでござ

います。以上で報告とさせていただきます。 

 

（委員長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）参加者の最高齢者は８０代の方が走られていますが，事前に健康チェックは

されるのでしょうか。とても寒いですので。 

 

（スポーツ課長）健康チェックにつきましては，参加者御本人の義務ということで開催し

ております。大会のブースには，医科学コーナーを設けており回生病院から医師，看護

師の方が３０名ほど来ていただいております。そこでランナーの方は事前に健康チェッ

ク，メディカルチェックをしていただく方はしていただいていると聞いていますので，

高齢の方はぜひとも御活用いただきたいと思っております。 

 

（伊藤委員）高齢なのでどうこうということはないのですが，とても寒い中であることと，

８０代とおっしゃられると少しリスクもあると思いましたので。今までに，途中で気分

が悪くなられたということはないのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）当然，当日の体調等によりまして参加者の方には気分が悪くなられる方

もいます。今回も途中棄権の方が若干いらっしゃいました。そのために，いわゆる救急

体制として，消防本部からもオートバイの応援等，ＡＥＤをつけて走ってもらったり並

走してもらったり，先ほど申し上げました回生病院との協力によりまして，すぐ対応で

きるような体制をとっております。まずは，参加者本人の自己管理が一番大事になって

くると思います。 

 

（伊藤委員）参加年齢制限は設けてあるのでしょうか。 
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（スポーツ課長）特に設けてございません。 

 

（伊藤委員）例えば９０歳の方が出たいとおっしゃられたら，それも可能なのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）可能です。 

 

（福嶋委員）鈴鹿シティマラソンはとても大きな大会で参加者も多いのですが，下支えを

していただいている方は何名くらいいらっしゃるのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）今大会で約５５０名いらっしゃいます。 

 

（福嶋委員）いつもチームワークが良く，本当に足並みも揃っていて，参加した人も気持

ちがいいと聞いています。 

 

（岡井委員）良い大会でした。 

 

（委員長）先ほど高齢者のことが出ていましたが，逆に下の方を見ると１才の子どもさん

が２ｋｍに参加しています。これはお母さんなどが抱かれてということでしょうか。 

 

（スポーツ課長）本大会の特徴としまして，競技は競技としてタイムを競うランナーもい

ます。また，一般参加者の中で親子ジョギング，いわゆるタイムを計らないフリーのコ

ースもあり，そこには親子連れでカートを押して参加されている方もいます。そういう

部分がこの大会の特徴であるとも思っています。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，その他の

事項に移ります。今回は，来年度に実施する予定の「みえ森と緑の県民税市町交付金事

業について」生涯学習課長からその概要を説明していただき，意見交換を行うこととい

たします。それでは，説明をお願いします。 

 

（生涯学習課長）平成２７年度「みえ森と緑の県民税 市町交付金事業について」まず，

全体の概要を私から説明し，その後続けて関係各課から詳細説明をさせていただきたい

と思います。１ページを御覧ください。本年度から，三重県において「災害に強い森林

づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるため，「みえ森と緑の県民

税」の制度が導入されています。この県税収入の還元策の一環として，県内各市町に「み

え森と緑の県民税交付金」という名目で三重県から交付金が配分されています。本市に

おいては，平成２６年度は，約１,０００万円。平成２７年度は，県税収入見込み額約

１０億６,０００万円のうち，鈴鹿市には約１,６００万円の交付金を見込んでいます。

なお，交付金の配分額については，現段階では予算要求の段階ですので，今後の諸状況

により，変更の可能性もございます。また，交付金配分の算定基準など，詳細事項は御

覧の資料のとおりであり，詳細説明は省略をさせていただきますが，この中で特筆すべ
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きは，事業の補助率が１０分の１０であり，各市町の財源負担が基本的にゼロといった，

財政的な面で有利な事業であると認識しています。この交付金を活用した，本市での具

体的事業を紹介しますと平成２６年度は，農林水産課において，海岸林の危険木除去及

び海岸林の病害虫防除事業，木製品の製作体験事業を実施しています。平成２７年度の

予定ですが，関係所属においてソフト事業やハード事業などさまざまな事業が計画され

ていますが，このうち，文化振興部においては生涯学習課では，「森と緑の生涯学習講

座」事業，図書館では「森と緑を感じる図書館環境整備」事業，考古博物館では「緑と

歴史にふれる古墳・城館等整備補助」事業を予定しています。また，教育委員会事務局

の関係では教育総務課にて「木の薫る心やすらぐ空間作り」事業，教育指導課にて「学

校図書館デザインサポート」事業を予定しています。それでは，関係する課から，平成

２７年度に予定しているそれぞれの事業を説明します。まず，生涯学習課の「森と緑の

生涯学習講座」事業でございます。趣旨としては，各公民館において，小学生などを対

象に森林や木材について学び・ふれあう機会を提供することで，森林保全や持続可能な

自然環境，森や緑の大切さなどの理解を深めることをねらいとしています。具体的な事

業内容としては，例えば夏休み・冬休みや土日などで，講座生が実際に現地に赴き，「森

林と環境」「森と水」などをテーマにさまざまな体験活動を行ったり，また，県内の間

伐材などを活用した木工教室などを実施したりします。なお，講座は単発事業ではなく，

年間で３回以上シリーズで実施する予定です。平成２７年度実施予定の公民館は，御覧

の１１の公民館となっており，実施するそれぞれの公民館運営委員会への委託料として，

現段階では予算要求額の１館あたり７万円，計７７万円を予定しています。生涯学習課

からは，以上でございます。 

 

（図書館長）それでは，私からは図書館分につきまして，説明申し上げます。みえ森と緑

の県民税市町交付金事業を利用して，三重県産の木材を使用した椅子や書架等の備品を

配置し，多くの図書館利用者に木材製品のＰＲを行うとともに，温かみが感じられ，居

心地の良い施設環境を提供したいと考えております。主な設置場所としては，２階の学

習室に書架を，２階ロビーに飲食コーナーの机・椅子の配置と間仕切り用のパネルを，

１階の児童閲覧室に，児童用の椅子を想定しています。配置後は，本事業の趣旨である

「三重県産の木材使用」を掲示するとともに，木材利用の意義や森林の大切さを考えて

いただくことができる掲示等を実施して参りたいと考えております。以上で説明とさせ

ていただきます。 

 

（考古博物館長）それでは，私からは，考古博物館の「緑と歴史にふれる古墳・城館等整

備補助事業」につきまして，説明申し上げます。市街地に隣接した古墳や城跡などは身

近な里山として親しまれてきました。しかし，近年は地権者の高齢化や代替わりなどに

より，手入れがされずに放置され，雑草や木竹が生茂り，近隣住民からは環境や防犯上

の観点から苦情がよせられるなど，管理しきれなくなった所有者が，文化財として守る

よりも開発等で他の用途に変更するため，文化財が壊されてしまうケースが増えてまい

りました。本事業では，このように開発等で文化財が破壊されてしまうのを防ぐため，

あらかじめ所有者の理解を得た上で，除草や木竹の伐採等，古墳や城館本来の景観整備
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に係る費用に対して補助金を交付し，身近な里山の保全，並びに文化財の保護，活用を

行おうとするものです。予算は１００万円を計上しており，整備に必要な費用の９割を

補助金として交付し，１件の上限は５０万円としております。なお，本事業により整備

した後は，案内版を設置し，文化財として周知するとともに，定期的な除草管理を土地

所有者や自治会等，地域において行うことで，地区の貴重な文化財として大切に保護，

活用していただくことを目的としています。考古博物館からは，以上でございます。 

 

（教育総務課長）それでは，私からは，教育委員会事務局が実施いたします事業につきま

して説明申し上げます。６ページを御覧ください。まず，「木の薫る心やすらぐ空間づ

くり事業」では，三重県産の木材を使用したテーブル，椅子を購入し，全ての公立中学

校の相談室等に設置いたします。相談室内に木材製品を設置し，木の薫る空間を演出す

ることによって，相談時における生徒の緊張を緩和する心やすらぐ環境が醸成でき，円

滑な相談業務に寄与するものと考えております。次に「学校図書館デザインサポート事

業」では，子どもたちが積極的に活用する学校図書館の環境整備を図るため，三重県産

の木材を使用したブックスタンドを購入し，全ての公立小学校の図書館に配置いたしま

す。ブックスタンドを配置し，木のぬくもりのある空間をつくることは，心やすらぐ場

としての学校図書館，そして，読書意欲がかきたてられる学校図書館としての環境整備

に寄与するものと考えおります。以上で説明とさせていただきます。 

 

（委員長）ただいまの説明に対し，御意見等がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）使い方も多種多様で良いなと思います。考古博物館の補助事業について整備

が必要なところは多いと思いますが，予算が１００万円ですので割り振りはどのように

考えていますか。 

 

（考古博物館長）対象となるような場所を当方で確認し，その所有者にお話をさせていた

だきます。今後の整理も行っていただきたいということもありますので，同意を得た上

で行います。上限が５０万円ですので，そのことでも同意を得ないと進まないと考えて

います。 

 

（福嶋委員）王塚古墳等の大きな古墳はしっかり除草もしていただいてありますが，その

他の史跡になるのでしょうか。 

 

（考古博物館長）王塚古墳は国の史跡になっていますので，それは考古博物館で除草をき

ちんと行っていますが，城跡や古墳で史跡に指定されていないものもたくさんあります

ので，防犯上良くないところや文化財として放置されているところを見つけて声掛けし

ていこうということです。 

 

（福嶋委員）結構な手間かもしれませんがよろしくお願いします。 
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（委員長）整備された後は定期的に除草等も行っていくということだったのですが，この

事業は毎年あるのでしょうか。それとも，何年か先には打ち切られて，市の予算で対応

になるのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）１ページに記載のように，県民税という形で平成２６年度から３０年度

までの５年間の事業になっておりまして，その動向によって変わってくるのではないか

と認識しています。 

 

（委員長）そうすると５年後になくなった場合，除草作業は止めるか，市の予算からとい

うことになるのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）６年以降につきましては，色々な考え方があると思いますが，県税の関

係の交付金はないという形になりますので，その時点で各市町の判断になると考えてい

ます。 

 

（文化振興部長）一点付け加えさせていただきます。５年間ですが，毎年毎年各課から事

業募集をしますので，一緒のものが５年間できるかと言いますと財政当局あるいは市全

体の中での話になります。まずはこれをきっかけ作りにしていきたいなと考えています。 

 

（岡井委員）各課で事業を工夫されていて良いと思います。２ページに基本方針２の⑤に

「地域の身近な水や緑の環境づくり」とあり，子どもたちや市民の方が木に親しむとい

う点で私は良いと思っていますが，そのために，公園や学校に植えてある樹木に，樹木

片で木の名前を書いて日常的に親しんでいただければ良いのではないかと思います。私

はサンスポーツランドの公園に良く行くのですが，桜，けやき，もちの木，山ぼうし等

たくさんの木があります。この公園には，確か，名札はなかったように思います。全て

の木ではなくてもいいので，学校や公園の主だった木に名札を付けてもらえると，名前

と木の形を毎日見ていると大体分かるようになりますので，親しませるという点では，

細かいことかも知れませんが大事ではないかと思います。教育委員会は今回予算をもら

うと当分無いかもしれませんが，もし今後予算がついたり，他の課で実施するようなこ

とがあれば，学校や公園の樹木に名札をつけることもしてもらえたらありがたいと思い

ます。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，意見交換

を終了します。 

 

（委員長）次にその他の事項の｢１月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（教育総務課長）１月教育委員会定例会を１月２０日火曜日午後３時から開催したいと思

いますがいかがでしょうか。 
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（委員長）ただ今の提案に，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員全員）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので,１月教育委員会定例会を１月２０日火曜日午後３時か

ら開催することにいたします。 

 

（委員長）それでは，これをもちまして１２月教育委員会定例会を終了いたします。あり

がとうございました。 

 

１２月教育委員会定例会終了 午前１１時２６分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

委員長  下古谷 博司 

 

委 員  岡井 敬治 


